インフォメーション

I N F O R M AT I O N

献血は愛の
Love in Action
アクション！
▼とき １月 日㈮
午前９時 分～正午
▼ところ 合志庁舎
▼問い合わせ先
健康づくり推進課
国保年金班（西合志庁舎）
☎（２４２）１１８３

インフォメーション

お 知 ら せ
競争入札参加資格の
追加申請を受け付けます
平成 年度競争入札参加資
格の追加申請を受け付けます。
詳しくは市ホームページの入
札契約情報をご覧ください。
▼受付期間
２月１日㈭～ 日㈬
▼問い合わせ先
財政課 契約管財班
（合志庁舎）
☎（２４８）１６６７

認知症家族のつどい
認知症の症状から起こるさ
まざまな行動に悩んでいませ
んか。一人で悩まず、介護を
する仲間と語り合いませんか。
▼とき １月 日㈫
午後１時 分～３時
▼ところ ふれあい館
▼対象 家族が認知症と診断
された人、介護している人
▼内容 専門職による相談
会・意見交換を行ないます。
▼参加費 無料
▼申し込み・問い合わせ先
市社会福祉協議会
地域福祉課（ふれあい館）
☎（２４２）７００７

集

月末まで延長します。
なお、医療機関によっては
ワクチンの入荷時期が異なり
ますので、必ず電話などで確
認してから接種してください。
▼問い合わせ先
健康づくり推進課
健康推進班（西合志庁舎）
☎（２４２）１１８３

募
御代志住宅入居者募集
▼ところ 御代志１７４１
▼募集戸数 １戸（２階）
▼間取り ２ＬＤＫ
▼学校区
西合志東小・西合志南中
▼月額家賃 １９、８００円
～２９、６００円
※世帯の所得に応じます。
▼敷金 家賃３カ月分
▼駐車場 １、０００円／月
▼入居資格
◦本市に住所がある、または
勤務先が本市にある人
◦申込者世帯全員の所得合計
が月額 万８千円以下
◦市税などの滞納がない世帯
※そのほかにも要件あり。

認知症カフェ
気軽に集い、お茶を飲みな
がらおしゃべりを楽しむ場で
す。一人で悩まず、仲間に気
持ちを打ち明けてみませんか。
▼とき １月 日㈬
午後１時 分～３時
▼ところ ふれあい館
▼対象 認知症の人、認知症
の人を介護している家族な
ど
▼参加費 １００円
▼申し込み・問い合わせ先
市社会福祉協議会
地域福祉課（ふれあい館）
☎（２４２）７００７

菊池市・合志市合同の
不動産公売会を実施します
菊池市・合志市合同不動産
公売会の日程が決まりました
のでお知らせします。
▼とき ３月 日㈮
午前９時 受付開始
▼ところ 菊池市文化会館
（菊池市亘 番地）
▼問い合わせ先
税務課 収納班（合志庁舎）
☎（２４８）１１１４
菊池市役所 税務課徴税係
☎０９６８（２５）７２０８

▼受付期間
１月 日㈪～ 日㈮
午後４時
※土日を除く。
▼抽選日時・場所
１月 日㈮ 午後４時 分～
都 市 計 画 課（西 合 志 庁 舎）
▼入居可能日 ２月１日㈭
▼申し込み・問い合わせ先
都市計画課（西合志庁舎）
☎（２４２）１１０４
第 回子ども歴史・科学体験
教室「伝承遊び」

昔から伝わる遊びに挑戦し、
ゲーム機では味わえない手作
りの道具や昔ながらの道具で
遊ぶ体験です。参加費無料。
▼とき １月 日㈯
午前９時～ 時 分
▼ところ 三つの木の家
▼内容
◦竹ぽっくりづくり
◦ゴムてっぽうづくり
◦折り紙・けん玉・竹馬など
▼対象 市内小学生（ 人）
※応募多数の場合は抽選
※１～３年生は保護者同伴
▼申込期限 １月 日㈫
▼申し込み・問い合わせ先
生涯学習課 生涯学習班
（御代志市民センター）
☎（２４２）１１９０

☎242‐1190
1月 11日㈭

休

誰かじゃない自分が動く
はたちの献血キャンペーン
冬は輸血用血液が不足しや
すい季節です。１月～２月の
２ カ 月 間、成 人 式 を 迎 え る
「はたち」の若者を中心に、広
く献血を呼び掛けています。
特に献血をしたことがない
人は、この機会にぜひご協力
をお願いします。献血カード
（手帳）をお持ちの人は持参し
てください。

本年度の大腸がん検診は
お済みですか
歳以上で本年度の大腸が
ん検診を受診していない人を
対象に郵送検診を実施します。
【郵送検診とは】
検便を２日分採り、問診票
と同封し専用の封筒でポスト
に投函します。約４週間後に
検診結果と検診料振込用紙が
届きますので、お近くのコン
ビニなどでお支払いください。
▼対象者
歳以上の市民で、本年度
の大腸がん検診を受診して
いない人
▼検診料
歳〜 歳 ５００円
歳〜
２００円
▼受診期限 ２月 日㈮
▼問い合わせ先
健康づくり推進課
健康推進班（西合志庁舎）
☎（２４２）１１８３

インフルエンザ予防接種
費用の補助を延長します
本年度はインフルエンザ予
防接種ワクチンの出荷が例年
よりも遅れています。
予防接種の予約が取りにく
い状況となっているため、接
種費用の補助の実施期間を１

●問い合わせ先
生涯学習課 生涯学習班（御代志市民センター）

休館日

野々島 2441-1
☎348-2626
ホームページ
http://www.u-benten.jp/

1月 18日㈭、21日㈰、
25日㈭

QR コード

◦朗読と邦楽の会 グループ縷々（るる）
朗読
古木信子さん、勝俊彦さん
筝・三弦 蓑田由美子さん
尺八
佐藤翔山さん
応募方法 はがきに住所 ･ 氏名 ･ 年齢 ･ 電話番
号、希望の番号とプレゼント名、あなたが知っ
ている合志市の魅力を書いて応募してください。
※応募は、はがき１枚につき１つまでです。
当選者の発表は発送をもって代えます。
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必着

♨ 回数券の日

●内 容 人と鶴の美しく切ない物語を音楽
と朗読で楽しみます。参加費無料。どなたで
も参加できます。
１月31日㈬

応募・問い合わせ先
〒861‐1195（住所不要）
合志市役所 企画課 読者プレゼント係
☎248‐1813

●と

き

御代志市民センター 講堂
●ところ

１月24日㈬ 午前10時
（受付９時30分〜）

弁天フリーマーケット出展者募集

家庭の不用品をリサイクルしませんか。ロビー開催
のため雨天時も安心。お買物にもぜひお越しください。
◦と
き １月28日㈰
午前11時～午後4時
◦出 店 料 １区画1,000円
（２ｍ×２ｍ）
◦申込期限 １月26日㈮
読者の皆さんに感謝の気持ちを込めて、菊池地域
広報紙の共同企画として各市町の ｢わがまち自慢｣
をプレゼントします。

つうと与ひょうの物語

弁天
読者プレゼント
菊池地域
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プレゼント内容
①合志市 「クラッシーノ･ マルシェ」
赤大豆のマルボーロ・赤大豆の炒り豆・赤大豆
の甘納豆（各１食）･･･････････････････････････２人
②菊池市 「四季の里旭志」
････････････････････２人
大浴場入浴券（２枚１組）
････････････････････２人
③大津町 からいも（５㌔）
④菊陽町 「さんふれあ」
さんさんの湯入浴券（２枚１組）･････････････２人
応募期限
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１月市民講座
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ユーパレス

新春
企画
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